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現代社会学科新入生ガイダンス事前資料  

 

人文社会科学部履修要項 補足説明 

現代社会学科教務委員 

田中耕市、菅谷克行、猪俣紀子、寺地幹人 

 

ガイダンス（４月２３日実施予定）では、主に人文社会科学部履修要項（20L 用）（薄緑色の表紙）に従って説明をして

いきます。これは事前資料として重要な項目だけを抜粋しています。冊子とあわせて、よく読んでおいてください。 

茨城大学全学教育機構のホームページ「入学前セルフラーニング」の各項目にも目を通しておいてください。

http://www.lae.ibaraki.ac.jp/general_education/self_learning/index.html 

 

※説明で用いる重要な冊子 

1．「人文社会科学部履修要項（20L用）」（薄緑色の表紙） → 以下、「学部要項」と略 

2．「大学共通教育履修案内（基盤教育・全学共通プログラム）2020」（紺色の表紙） → 以下、「履修案内」と略 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

〇学部要項 

Ⅰ 概要（学部要項 p.1-2） 

2. 教育課程 

学部要項 p.23 の「人文社会科学部」履修モデル図も確認すること。 

 

Ⅱ 履修上の注意 

1. 単位について（学部要項 p.3-5） 

(1) 単位と学修時間 →履修案内 p.2-8 も参照。 

(2) 学期と時間割 →履修案内 p.2-8 も参照。※本年度前期は変則的な期間・時間になります 

(3) 単位修得の評価基準 →履修案内 p.41 も参照。 

(4) 成績評価に関する問い合わせ制度について →履修案内 p.43-44 も参照。 

(5) GPA について →履修案内 p.41-42 も参照。 

 

2. 履修科目の申告及び履修登録（学部要項 p.5） 

 (1) 履修科目の申告及び履修登録について →履修案内 p.34-37 も参照。 

※履修登録には下記(a)(b)の両方が必要!! 

(a)必要事項を記入した「履修科目申告票」を初回授業で担当教員に提出。 

(b)教務情報ポータルシステムから科目を履修登録。 

※履修登録期間と修正期間に注意すること 

(2) 履修申告単位数の上限について（CAP 制） 

1 年間 46 単位が上限（一部授業を除く）。 

(3) 履修の取消について 

(4) 集中講義について 

 

3. 試験（学部要項 p.5-6） 

 (1) 期末試験 

期末試験ではない方法（レポート等）で評価する授業もある。各授業シラバスの「成績の評価方法」の

欄を確認すること。 

(2) 追試験 

(3) 茨城大学における試験及びレポート作成等に関する留意事項 

不正行為は行わない。不正行為を行うと、その学期の単位が全て取り消されるため、4 年間での卒業が

難しくなる。試験のみならず、レポートでのコピペも対象となるため、注意すること。 

 

http://www.lae.ibaraki.ac.jp/general_education/self_learning/index.html
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4. 学生担任と学生アドバイザー（学部要項 p.7） 

(1) 学生担任 

１年次は各自が履修する「大学入門ゼミ」（前期）「学科基礎ゼミ」（後期）の担当教員。 

(2) 履修アドバイザー →メジャー主任（猪俣紀子、寺地幹人） 

(3) 学生生活アドバイザー →教務委員（田中耕市、菅谷克行、猪俣紀子、寺地幹人） 

 

7. 他大学及び大学以外の教育施設等における学修の単位認定について（学部要項 p.8） 

単位認定を希望する者は担任や人文 A 棟 1 階学務グループに相談すること。 

 

8. 教育職員免許状取得に関する履修基準について（学部要項 p.12-18） 

ガイダンスが 4 月 24 日（金）10:00～10:20（人文講義棟 10 番教室）にあります。 

 

9. 学芸員資格取得に関する履修について（学部要項 p.19-20） 

ガイダンスが 4 月 24 日（金）10:30～10:50（人文講義棟 10 番教室）にあります。 

 

Ⅲ 人文社会科学部のカリキュラムについて 

3. メジャー・サブメジャー制（学部要項 p.23-24） 

(1) 「メジャー」（主専攻） 

「メディア文化メジャー」と「国際・地域共創メジャー」から選択する（来年 1 月）。 

(2) 「サブメジャー」（副専攻） 

・メジャー（主専攻）を除く 10 のサブメジャー・プログラムから選択する（3 年次 4 月）。 

・サブメジャー・プログラムの詳細と科目については、学部要項 p.44-67 を参照。1 年次対象科目もある

ため、1 年次からサブメジャー・プログラムを考慮して授業を履修していくことが必要。 

 

Ⅳ 現代社会学科について（学部要項 p.25-30） 

3. メジャーの選択について 

(3) メジャー選択の時期と手続き 

各メジャーには受け入れ学生数の上限があり（後期ガイダンス時にアナウンス）、希望者数がそれを超え

た場合に調整を行うことがある。その際には、メジャー要件科目の単位修得者が優先されるため、メジャ

ー要件科目を必ず履修しておくこと。 

 

4. 卒業資格最低修得単位（学部要項 p.27） 

(1) 卒業資格最低修得単位の内訳 

この後で、時間割を作成しつつ確認する。「メジャー必修科目」（学部要項 p.28）は、自身が選択したメジ

ャーで卒業するためには、全て履修しなければなりません。 

(2) ゼミナールについて 

少人数クラスによる演習形式の授業。1 年次前期は「大学入門ゼミ」、同後期は「学科基礎ゼミ」。 

 

〇時間割の作成（学部要項 p.27，履修案内 p.45-48） 

※履修案内 p.45 の表 4-2 を見ると、どの学年・学期に何を履修するのかわかりやすい。 

1. 基盤教育科目 

（1）入門科目 

①大学入門ゼミ（金曜 2 講時）※「大学入門ゼミクラス分け」を参照。 

②茨城学（2Q 水曜 3 講時） 

 

（2）共通基礎科目 

①プラクティカル・イングリッシュ（火曜 2 講時および木曜 1 講時）→履修案内 p.29 

※プレイスメントテスト（対象者のみ）は 4 月 20 日（月）に実施し（10:00 集合）、クラス分けの結

果は 4 月 27 日に教務情報ポータルシステムに自動登録されます。 
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②情報リテラシー（月曜 1 講時、月曜 3 講時、火曜 3 講時のいずれか） 

※「コンピューター利用に関するアンケート（Web）」によりクラス分けをします。4月 23日（木）の

現代社会学科新入生ガイダンスまでに、下記サイトからアンケートの回答をしておくこと。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O7Vcl7cD3cZDk7p_h

cCKFTNUQUI2SFJIQ0hNSzJNTk00N1RNREtMMlNWSi4u 

（QRコードは郵送資料に同封してあります） 

 

③心と体の健康（前・後期どちらかの水曜 2 講時）→履修案内 p.29 

※4 月 13 日（月）～17 日（金）に教務情報ポータルシステムで希望調査を実施し、クラス分けの結

果は 4 月 27 日に教務情報ポータルシステムに自動登録されます。 

 ※ガイダンスが 5 月 13 日（水）10:30 に大体育館であるので、上履きと上履き入れを持参して参加す

ること。後期に履修しようとしている学生も必ず参加すること。 

 

④科学の基礎（火曜日 5 講時）→履修案内 p.30-31 

※4 月 13 日（月）～17 日（金）に教務情報ポータルシステムで希望調査を実施し、クラス分けの結

果は 4 月 27 日に教務情報ポータルシステムに自動登録されます。 

 

（3）リベラルアーツ科目 

前期に履修できるのは「異文化コミュニケーション・初修外国語」（月曜 2 講時・木曜 4 講時）のみ

（履修案内 p.32-33, p.45）。それ以外は後期以降に受講する。 

※4 月 13 日（月）～17 日（金）に教務情報ポータルシステムで希望調査を実施し、クラス分けの結果

は 4 月 27 日に教務情報ポータルシステムに自動登録されます。 

 

2. 専門科目（レベル 2～4） 

前期に履修するのは「学部基礎科目」のみ。これらの科目に限っては、授業初回に履修申告票を提出する

必要はない。 

（1）自学科科目 8 単位必修 

①「マスメディア入門」（1Q 水曜 1 講時・金曜 3 講時） 

②「国際学・地理学入門」（1Q 月曜 5 講時・水曜 3 講時） 

③「電子メディア入門」（2Q 水曜 1 講時・金曜 3 講時） 

④「社会学・政治学入門」（2Q 月曜 5 講時・木曜 2 講時） 

（2）他学科科目から 4 単位選択必修 

法律経済学科と人間文化学科の開講科目から 2 科目 4 単位を選択する。ただし、1Q と 2Q に 1 科目ず

つ、異なる学科から選択すること。履修希望者が特定の科目に偏った場合、抽選になることがある。 

※希望調査を、新入生ガイダンスで実施するので、事前にシラバス（全学教育機構「入学前セルフラー

ニング」2-4 および 2-13 参照）で内容を確認しながら選択したい科目を考えてくること。 

 

3. 自由履修 

基盤教育科目と専門科目の中から余分に 19 単位を修得する。ただし、1 年次にはほとんど考えなくてよ

く、サブメジャーでほぼ埋まるカリキュラムになっています。 

※1 年次は受講する科目がほとんど決まっているため、自由履修として科目を無理に履修してしまうと、

CAP 制の制限ために肝心な授業を履修できなくなることがあります。 

 

〇主なガイダンス日程 

1. 現代社会学科 新入生ガイダンス（全員） 4月 23日（木）10:30～12：10 人文講義棟 10，11，15番教室 

2. 現代社会学科 履修相談（希望者のみ）  4月 24日（金）13:00～15:00 人文講義棟 11番教室 

3. パソコン関係の相談（希望者のみ）  4月 24日（金）13:00～15:00 人文講義棟 10番教室 

4. 教員免許状ガイダンス（希望者のみ）  4月 24日（金）10:00～10:20 人文講義棟 10番教室 

5. 博物館学芸員資格（希望者のみ）  4月 24日（金）10:30～10:50 人文講義棟 10番教室 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O7Vcl7cD3cZDk7p_hcCKFTNUQUI2SFJIQ0hNSzJNTk00N1RNREtMMlNWSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EwOyHonCO0GKuRRvQf_3O7Vcl7cD3cZDk7p_hcCKFTNUQUI2SFJIQ0hNSzJNTk00N1RNREtMMlNWSi4u

